
 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年度も どうぞよろしく！     

           ２０２０年は、ＳＯの冬季ナショナルゲーム北海道大会、そして盛夏には東京 

          オリンピック・パラリンピックの開催が予定されている年です。  

           ところが、新型コロナウイルス感染症の状況の悪化に鑑み、『スペシャルオリン 

ピックス２０２０北海道』の中止が決定されました。そのような中、小春日和の 

２月２３日、特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・愛媛の総会が、 

愛媛県総合社会福祉会館（松山市持田町）において開かれました。 

総会に先立ち、昨秋『第５回ＳＯＮ・中国四国ブロック競泳競技会ｉｎ愛媛』でご支援 

いただいた松山水泳協会副会長の村下悦子様に来賓あいさつをいただき、感謝状を贈呈しました。 

 さて当日は、正会員総数９０名中、７３名の出席（実出席２８名、委任出席４５名）で総会が成立し、５つの 

議案を審議しました。 

 まず２０１９年度の活動報告、活動計算書と監査報告について提案。これらについては事務局員によって事前 

に総会資料が届けられており、しかも活動の実際は「オレンジスピリット」の２５～２８号で報告されているこ 

ともあって、いずれも賛成多数で承認されました。続いて、２０２０年度の活動計画（案）とその活動計算書 

（案）並びに役員選任の件が提案され、いずれも承認。これによって１７名の理事と監事が決まりました。高岡 

栄美子前理事の辞任、上甲泰新理事の就任。高岡さんには、長年理事としてＳＯＮ・愛媛を支えていただきあり

がとうございました。新しく理事になっていただいた上甲さんには、よろしくお願いします。 

 新役員の紹介と挨拶の後、この１０月愛媛で開かれる育成会全国大会へのボランティア参加要請が、会員の 

仲神さんよりありました。以上、２０２０年度の総会に関するすべての審議が終了したので、司会の松井理事 

から閉会の宣言がありました。 

 その後、第１回の理事会が開かれ、山本理事長、日野・石原副理事長の再任を決定しました。あわせて大上事

務局長からＳＯの役割分担等の任務が提案され決定。その詳しい内容は次回の運営委員会で検討する予定です。

ＳＯＮ・愛媛の活動を支える大上さん、小倉さん、賀原さんの事務局スタッフ、そしていつもながらニュースレ

ターや総会資料・プログラムの印刷でご尽力いただいている富士ゼロックス四国（株）様をはじめ、ご協力いた

だいている個人、団体、企業の皆様に感謝いたします。 

 総会を終えて一息ついたところに、愛媛県内にも初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されたという報道。 

そこで私たちは、スペシャルオリンピックス日本の対応方針を参考にしつつ、３月末までプログラム実施の自粛

をお願いしました。また３月の運営委員会は中止することにしました。ご理解いただきたく存じます。一日も早

く気兼ねなくスポーツを楽しむことができる日々を望んでおります。皆様、ご自愛くださいませ。   

【 理事長  山本万喜雄 】           

特定非営利活動法人 

スペシャルオリンピックス日本・愛媛 

事務局／〒790-0967 松山市拓川町3番44号 
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 1/19（土）第4回理事会

 2/17（日）２０１９年度通常総会

 3/30（土）地区連絡協議会・全国事務局長会議(東京)

 5/18（土）第３回運営委員会

 5/19（日）自転車コーチクリニック（SON・広島）参加

 7/18（土）第２回理事会

 8/22（土）第５回運営委員会

 9/ 6(日) どてかぼちゃカーニバルに出店

 8/17（土）第５回運営委員会

 8/31(土)中四国ブロック競泳競技会実行委員会

 9/ 7（水）中国四国地区ブロック下半期事務局長・SP委員長会議  9/19（土）第６回運営委員会

 9/ 8（日）どてかぼちゃカーニバルに出店

 9/15（日）コーチクリニック（新居浜） 10/17（土）第７回運営委員会

　　　　　 他地区競技会参加

 9/23（月）チャリティーゴルフ大会 　　　　   チャリティーゴルフ大会

10/ 6（日）第３回バドミントン競技会開催 11/21（土）第8回運営委員会

10/19（土）第７回運営委員会

10/27（日）中国四国地区ブロック競泳競技会開催

11/ 2（土）ＳＯＮ・岡山バドミントン競技会参加

11/10（日）ＳＯＮ・広島陸上競技会参加 12/19（土）第３回理事会

11/16.17（土.日）ＳＯＮ・山口２０周年参加

11/16（土）第８回運営委員会

11/23.24（土.日）中四国ブロック認定コーチ研修会参加

12/15（日）第13回SON・愛媛ボウリング競技会・SOデイ

12/21（土）第３回理事会

 6/23（日）コーチクリニック（新居浜）

 6/15（土）第４回運営委員会

 9/21（土）第６回運営委員会

　　　　 第１４回ＳＯＮ・愛媛ボウリング競技会

 7/20（土）第２回理事会

　　　  中国四国地区ブロック下半期事務局長・SP委員長会議　          

 1/18（土）第４回理事会

 6/20（土）第４回運営委員会

 2/23（日）２０２０年度通常総会

 4/ 6（土）バドミントン競技会会議

 4/20（土）第２回運営委員会

 3/29（日）SP委員会全国会議・上半期ブロック会議

 2/23（日）第１回理事会

 3/16（土）第１回運営委員会

 3/31（日）上半期ブロック会議・SP委員会全国会議(東京)

ＮＰＯ法人　　スペシャルオリンピックス日本・愛媛

２０２０年度総会報告

　                スポーツプログラム　　(毎月)

●　２０１９年度主な活動報告 　●　２０２０年度活動計画
　　　　　　　　スポーツプログラム　　(毎月)

 2/17（日）第１回理事会　

 5/16（土）第３回運営委員会

 7/14（日）フライングディスク競技（今治）・EKSデイ

　　　　　 他地区競技会参加

 3/21（土）第１回運営委員会

 3/28（土）地区連絡協議会・全国事務局長会議

 4/18（土）第２回運営委員会

　　　　　 他地区競技会参加

 6/30（日）ＳＯＮ・広島競泳競技会参加

　　　　　 他地区競技会参加

　　　　　 他地区競技会参加

　　　　ＳＯデイ

　　　　 他地区競技会参加

　　　     中国四国ブロック認定コーチ研修会　          
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　　収入の部　　　（単位：円）

コーチ研修費/専門委員会費/行事費/広告事業費/販売物品購入費

減価償却費/地代家賃/光熱水料費

消耗品費/修繕保守費/通信運搬費/旅費交通費/雑費

　収入の部　　　（単位：円）

助成金収入

コーチ研修費/専門委員会費/行事費/広告事業費

修繕保守費/通信運搬費/旅費交通費/雑費

　

                　

　　　　●２０１９年度新役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順)

　　　　　　　　　　   　　　　 　　　　

                             

　　収入計 3,053,000        

　　支出計 3,053,000        

750,000          　　助成金収入

●　２０２０年度予算書

予　算

　　会費収入

2,593,643        寄付金収入/受取負担金

　　支出計

正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入

実　　績科　目

人件費/スポーツプログラム費/競技会費/ナショナルミーティング費

309              雑収入

4,772,952        

3,204,653        

　　収入計

助成金収入

●　２０１９年度計算書

　　寄付金等収入

　　管理費 1,104,920        
人件費/会議費/印刷製本費/光熱水料費/消耗什器備品費

備　　　考

1,429,000        

　　支出の部　　　　（単位：円）

　　雑収入

　　事業費

備　　　考

　　会費収入 1,902,000        正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入

科　目

4,309,573        

　　寄付金等収入 1,000,000        寄付金収入/受取負担金

　　雑収入 1,000            雑収入

　　助成金収入 150,000          

　　支出の部　　　　（単位：円）

　　事業費 1,850,000        
人件費/スポーツプログラム費/競技会費/ナショナルミーティング費

　　管理費 1,203,000        
人件費/会議費/印刷製本費/光熱水料費/消耗品費/消耗什器備品費

理 事
秋山 香織 石原 実 大上 俊輔 苅田 欣也 栗田 弥和
澤田 公子 上甲 泰 末松 茂 杉本 太一 時岡 美恵
橋本 治子 日野 二郎 松井 宏治 村上 澄子 村上 千恵美
山内 幸子 山本 万喜雄

監 事 近藤 猛 森 健

顧 問 下田 正 立川 百恵
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ので、その内容をご報告いたします。今回の総会では、まず、松山水泳協会の村下説子副会長へ感謝状を

贈呈させていただきました。松山水泳協会様におかれましては、昨年の中四国ブロック競泳競技会の開催に

あたり、大変ご尽力をいただきました

  

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。なかでも、南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

な取り組みについて、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

 

 

 

 

 

 

新居浜ブランチ

バドミントンを楽しむ小中学生と一般市民が、年齢・性別・市内校区・

障がいの有無に関係なく年に１回集まってゲームを楽しむ市内交流バドミン

トンを始めて８年が経ちます。

毎回メンバーは変わりますがどこかほっこりと温かい気持ちになれるように

思います。

オリンピックスのプログラムにすっかり大人の顔になってボランティアとして来てくれたりします。うれしいですね。

バドミントンの上手だった
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❤ 

という

うという気持ちですることができた気がします。大人の方々も中学生の僕達を歓迎してくださりとても嬉しかっ

たです。中学生という心も体も成長しているこの時期にはもちろん勉強も大切ですが、このような様々な方と交

流することも僕は大切だと思いました。僕達はボランティアでの参加でしたが、とても楽しませていただきまし

た。途中からボランティアで来ていることも忘れるくらい楽しく大人の方々と交流することが出来ました。

思います。

❤ 

また誰でも毎日継続して行くことで、実力も付いていくということも学べたと思います。貴重な体験をさせていた

だき大変ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。

   ～総会の報告をします

先般２月２３日に、２０２０年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたしました

ので、その内容をご報告いたします。今回の総会では、まず、松山水泳協会の村下説子副会長へ感謝状を

贈呈させていただきました。松山水泳協会様におかれましては、昨年の中四国ブロック競泳競技会の開催に

あたり、大変ご尽力をいただきました

 総会の議事につきましても、２０１９年度の活動報告や２０２０年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。なかでも、南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

な取り組みについて、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

本年度も愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて頑張ってまいりましょう。

 

 

新居浜ブランチ

バドミントンを楽しむ小中学生と一般市民が、年齢・性別・市内校区・

障がいの有無に関係なく年に１回集まってゲームを楽しむ市内交流バドミン

トンを始めて８年が経ちます。

毎回メンバーは変わりますがどこかほっこりと温かい気持ちになれるように

思います。以前この競技会に参加してくれた中学生が卒業後ひょっこりスペシャル

オリンピックスのプログラムにすっかり大人の顔になってボランティアとして来てくれたりします。うれしいですね。

バドミントンの上手だった

△松山水泳協会の村下説子副会長

 フレンドシップ競技会に参加しての感想はとにかく楽しかったです。僕達が普段行っている「バドミントン」

というスポーツでたくさんの方々と交流することが出来ました。この時はいつも

うという気持ちですることができた気がします。大人の方々も中学生の僕達を歓迎してくださりとても嬉しかっ

たです。中学生という心も体も成長しているこの時期にはもちろん勉強も大切ですが、このような様々な方と交

流することも僕は大切だと思いました。僕達はボランティアでの参加でしたが、とても楽しませていただきまし

た。途中からボランティアで来ていることも忘れるくらい楽しく大人の方々と交流することが出来ました。

世界には様々な人がいるけれど、スポーツなどで交流することで、障がい者への知識と理解が深まるとよいと

思います。                     

 誰もが楽しみながらコミュニケーションを図ることができるスポーツは素晴らしいなと改めて感じました。

また誰でも毎日継続して行くことで、実力も付いていくということも学べたと思います。貴重な体験をさせていた

だき大変ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。

～総会の報告をします

先般２月２３日に、２０２０年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたしました

ので、その内容をご報告いたします。今回の総会では、まず、松山水泳協会の村下説子副会長へ感謝状を

贈呈させていただきました。松山水泳協会様におかれましては、昨年の中四国ブロック競泳競技会の開催に

あたり、大変ご尽力をいただきました

総会の議事につきましても、２０１９年度の活動報告や２０２０年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。なかでも、南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

な取り組みについて、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

本年度も愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて頑張ってまいりましょう。

新居浜ブランチ 第 8 回フレンドシップ競技会

バドミントンを楽しむ小中学生と一般市民が、年齢・性別・市内校区・

障がいの有無に関係なく年に１回集まってゲームを楽しむ市内交流バドミン

トンを始めて８年が経ちます。

毎回メンバーは変わりますがどこかほっこりと温かい気持ちになれるように

この競技会に参加してくれた中学生が卒業後ひょっこりスペシャル

オリンピックスのプログラムにすっかり大人の顔になってボランティアとして来てくれたりします。うれしいですね。

バドミントンの上手だったちびっこが来てくれる頃、我々は元気でいられるでしょうか？

松山水泳協会の村下説子副会長

フレンドシップ競技会に参加しての感想はとにかく楽しかったです。僕達が普段行っている「バドミントン」

スポーツでたくさんの方々と交流することが出来ました。この時はいつも

うという気持ちですることができた気がします。大人の方々も中学生の僕達を歓迎してくださりとても嬉しかっ

たです。中学生という心も体も成長しているこの時期にはもちろん勉強も大切ですが、このような様々な方と交

流することも僕は大切だと思いました。僕達はボランティアでの参加でしたが、とても楽しませていただきまし

た。途中からボランティアで来ていることも忘れるくらい楽しく大人の方々と交流することが出来ました。

世界には様々な人がいるけれど、スポーツなどで交流することで、障がい者への知識と理解が深まるとよいと

                     

誰もが楽しみながらコミュニケーションを図ることができるスポーツは素晴らしいなと改めて感じました。

また誰でも毎日継続して行くことで、実力も付いていくということも学べたと思います。貴重な体験をさせていた

だき大変ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。

～総会の報告をします!～ 

先般２月２３日に、２０２０年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたしました

ので、その内容をご報告いたします。今回の総会では、まず、松山水泳協会の村下説子副会長へ感謝状を

贈呈させていただきました。松山水泳協会様におかれましては、昨年の中四国ブロック競泳競技会の開催に

あたり、大変ご尽力をいただきました

総会の議事につきましても、２０１９年度の活動報告や２０２０年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。なかでも、南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

な取り組みについて、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

本年度も愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて頑張ってまいりましょう。

回フレンドシップ競技会

バドミントンを楽しむ小中学生と一般市民が、年齢・性別・市内校区・

障がいの有無に関係なく年に１回集まってゲームを楽しむ市内交流バドミン

トンを始めて８年が経ちます。 

毎回メンバーは変わりますがどこかほっこりと温かい気持ちになれるように

この競技会に参加してくれた中学生が卒業後ひょっこりスペシャル

オリンピックスのプログラムにすっかり大人の顔になってボランティアとして来てくれたりします。うれしいですね。

ちびっこが来てくれる頃、我々は元気でいられるでしょうか？

松山水泳協会の村下説子副会長 

フレンドシップ競技会に参加しての感想はとにかく楽しかったです。僕達が普段行っている「バドミントン」

スポーツでたくさんの方々と交流することが出来ました。この時はいつも

うという気持ちですることができた気がします。大人の方々も中学生の僕達を歓迎してくださりとても嬉しかっ
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西条ブランチのアスリート高橋健太さんが

 

ならなかったが「頑張れた」と満足そうな表情を見せた

たことが自信になった。父の猛さんは「障害の特性もあり失敗をとても不安に思う子だったが、走り切ること

ができ、周囲の励ましもうれしかったよう」と振り返る

就職後は市陸上競技協会に所属し、愛媛駅伝、県クラブ対抗駅伝などに出場している。

知的障害者のスポーツ大会「スペシャルオリンピックス」出場経験のある友人や職場の同僚も含め「仲間と一

緒に走り、周囲の期待に応えたいとの思いが一番のモチベーション」と実感する。聖火リレーの県内走者に

決まって以降は地域でも声を掛けられる機会が増えたという

キロまでは５キロ２０分台と正確にラップを刻んだ。終盤はややペ

チしながら３時間２４分４８秒でゴールした

も競い合おう」とエールを送った。

期待を込め「今後も楽しんで走ってほしい」と目を細めていた。
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今年の愛媛マラソンは、陸上プログラムから４人のアスリートが出場しました。
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村上裕樹さん、２時間５３分。

そして、髙橋健太さんは３時間２４分

オリンピック聖火ランナー」に選ばれて、四国中央市の紙産業技術センターからしこちゅうホールの間を

走ります。（区間はまだ決定していません）

・初めて愛媛マラソンを走りました。いつもハーフを走っていたので完走することを目標にしました。

坊ちゃん団子やどら焼きを食べたり高橋尚子さんとタッチしたりとても楽しかったです。今度走る時は

頑張ってもう少し速いタイムでゴールしたいです。

・自己ベストを出せて嬉しかったですこれからはアスリート枠に向かって頑張りたいです。７０代で完走

している人がいらっしゃ

西条ブランチのアスリート高橋健太さんが

東京五輪聖火ランナーの県内走者で、自閉症の高橋健太さん

ならなかったが「頑張れた」と満足そうな表情を見せた

小学３年の頃、体力づくりの一環で地元のマラソン大会に出場。制限時間を超えたものの、３キロを完走し

たことが自信になった。父の猛さんは「障害の特性もあり失敗をとても不安に思う子だったが、走り切ること

ができ、周囲の励ましもうれしかったよう」と振り返る

中学、高校では「心臓が強く長距離走に向いている」と助言を受け、陸上部で練習に没頭。市内の会社に

就職後は市陸上競技協会に所属し、愛媛駅伝、県クラブ対抗駅伝などに出場している。

自宅から職場までの往復１２キロを自転車で通勤した後、海沿いを８キロ走るのが日課
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キロまでは５キロ２０分台と正確にラップを刻んだ。終盤はややペ

チしながら３時間２４分４８秒でゴールした

一緒に出場した市陸上競技協会の大西崇文さん

も競い合おう」とエールを送った。
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期待を込め「今後も楽しんで走ってほしい」と目を細めていた。
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曽我部慎也さんは愛媛マラソン初挑戦で４時間４９分。おもてなしのスイーツや沿道の声援もたくさん

あり楽しく走れたそうです。

田坂亘祐さん、３時間５２分で自己ベスト更新
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中学、高校では「心臓が強く長距離走に向いている」と助言を受け、陸上部で練習に没頭。市内の会社に

就職後は市陸上競技協会に所属し、愛媛駅伝、県クラブ対抗駅伝などに出場している。

自宅から職場までの往復１２キロを自転車で通勤した後、海沿いを８キロ走るのが日課

知的障害者のスポーツ大会「スペシャルオリンピックス」出場経験のある友人や職場の同僚も含め「仲間と一

緒に走り、周囲の期待に応えたいとの思いが一番のモチベーション」と実感する。聖火リレーの県内走者に

９日、気持ちを高めて臨んだ本番。前半に飛ばす傾向があるため一定のペースを保つことを課題とし、１５

ースを落としたが、沿道の観客とハイタッ

は「積極果敢な走りがいい」とたたえ「仲間としてこれから

レース後、足湯で疲れを取る健太さんを温かく見守る猛さんと敏恵さん。４月に地元を走る聖火リレーにも

愛媛マラソンは、陸上プログラムから４人のアスリートが出場しました。 

曽我部慎也さんは愛媛マラソン初挑戦で４時間４９分。おもてなしのスイーツや沿道の声援もたくさん

４回目の完走でした。今年４月２２日に行われる「東京２０２０

オリンピック聖火ランナー」に選ばれて、四国中央市の紙産業技術センターからしこちゅうホールの間を

                                     【 西条ブランチ

初めて愛媛マラソンを走りました。いつもハーフを走っていたので完走することを目標にしました。

坊ちゃん団子やどら焼きを食べたり高橋尚子さんとタッチしたりとても楽しかったです。今度走る時は

             【 曽我部慎也

自己ベストを出せて嬉しかったですこれからはアスリート枠に向かって頑張りたいです。７０代で完走

。自分もおじいさんになっても走っていたいと思います。

【 田坂亘祐

愛媛新聞に掲載されました。ご紹介します。

は４回目の完走を果たした。自己ベスト更新は

小学３年の頃、体力づくりの一環で地元のマラソン大会に出場。制限時間を超えたものの、３キロを完走し

たことが自信になった。父の猛さんは「障害の特性もあり失敗をとても不安に思う子だったが、走り切ること
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就職後は市陸上競技協会に所属し、愛媛駅伝、県クラブ対抗駅伝などに出場している。 

自宅から職場までの往復１２キロを自転車で通勤した後、海沿いを８キロ走るのが日課。母の敏恵さん
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緒に走り、周囲の期待に応えたいとの思いが一番のモチベーション」と実感する。聖火リレーの県内走者に

９日、気持ちを高めて臨んだ本番。前半に飛ばす傾向があるため一定のペースを保つことを課題とし、１５

ースを落としたが、沿道の観客とハイタッ

は「積極果敢な走りがいい」とたたえ「仲間としてこれから
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第３回ＳＯＮ・愛媛バドミントン競技会

ボランティアの皆さま、ありがとうございました。

第５回スペシャルオリンピックス日本・中国四国地区ブロック競泳競技会

２０１９年度の振り返り

   バリクリーンの工場見学もみんなでしました。
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第５回スペシャルオリンピックス日本・中国四国地区ブロック競泳競技会

２０１９年度の振り返り

ユニファイドスポーツデイ

フライングディスク競技会

バリクリーンの工場見学もみんなでしました。

第３回ＳＯＮ・愛媛バドミントン競技会

ボランティアの皆さま、ありがとうございました。

第５回スペシャルオリンピックス日本・中国四国地区ブロック競泳競技会

２０１９年度の振り返り! 

 

 

 

 

 

 

 

ユニファイドスポーツデイ

フライングディスク競技会

バリクリーンの工場見学もみんなでしました。

第３回ＳＯＮ・愛媛バドミントン競技会 
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第５回スペシャルオリンピックス日本・中国四国地区ブロック競泳競技会
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フライングディスク競技会 

バリクリーンの工場見学もみんなでしました。 

ボランティアの皆さま、ありがとうございました。 
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アスリート・トピックス

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に

お出掛けの際はちょっと寄り道してください。

または、市内の福祉施設や支援学校などに入所及び通所、通学している

方など約３０組の作品を、

倉庫をお借りして展示しています

河北康佑さんの絵画展が愛媛トヨタ松山・久米

   

道後アート２０１９・２０２０

仲神可南子さんの作品が展示されました

場所：松山市道後湯之町４－５２

作品 ３点：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＯＮ愛媛・松山湯築ライオンズボウリング競技会

アスリート・トピックス

月に１回、先生に教えていただいて絵を描いています。気付けばもう

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に

お出掛けの際はちょっと寄り道してください。

ひみつジャナイギ

または、市内の福祉施設や支援学校などに入所及び通所、通学している

方など約３０組の作品を、

倉庫をお借りして展示しています

河北康佑さんの絵画展が愛媛トヨタ松山・久米

△世界にひとつだけの花

道後アート２０１９・２０２０

仲神可南子さんの作品が展示されました

場所：松山市道後湯之町４－５２

３点：魚（いわし）・右横（花）魚下（すずめバチの巣）

 

ＳＯＮ愛媛・松山湯築ライオンズボウリング競技会

アスリート・トピックス

月に１回、先生に教えていただいて絵を描いています。気付けばもう

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に

お出掛けの際はちょっと寄り道してください。

【 

ひみつジャナイギャラリーに応募した、松山市在住の障がいのある方、

または、市内の福祉施設や支援学校などに入所及び通所、通学している

方など約３０組の作品を、

倉庫をお借りして展示しています

河北康佑さんの絵画展が愛媛トヨタ松山・久米

△世界にひとつだけの花

道後アート２０１９・２０２０

仲神可南子さんの作品が展示されました

場所：松山市道後湯之町４－５２

魚（いわし）・右横（花）魚下（すずめバチの巣）

 

ＳＯＮ愛媛・松山湯築ライオンズボウリング競技会

アスリート・トピックス 

月に１回、先生に教えていただいて絵を描いています。気付けばもう

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に

お出掛けの際はちょっと寄り道してください。

 仲神可南子

ラリーに応募した、松山市在住の障がいのある方、

または、市内の福祉施設や支援学校などに入所及び通所、通学している

方など約３０組の作品を、山澤商店の

倉庫をお借りして展示しています。

 ピンクと空色、「ふるさとの風景」の家並み。「ハーバリウム」は

 カンヴァスから取り出して

  

 でしたね。

河北康佑さんの絵画展が愛媛トヨタ松山・久米

△世界にひとつだけの花 

道後アート２０１９・２０２０（スットクギャラリー）

仲神可南子さんの作品が展示されました

場所：松山市道後湯之町４－５２ 道後山澤商店（臨時休業有り）

魚（いわし）・右横（花）魚下（すずめバチの巣）

 

ＳＯＮ愛媛・松山湯築ライオンズボウリング競技会

月に１回、先生に教えていただいて絵を描いています。気付けばもう

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に

お出掛けの際はちょっと寄り道してください。

仲神可南子さん（アスリート・バドミントン）

ラリーに応募した、松山市在住の障がいのある方、

または、市内の福祉施設や支援学校などに入所及び通所、通学している

山澤商店の酒や飲み物をスットクされている

。 

開催期間：２０２０年２月１日（土）～２月２９日（土）

河北君の絵に会えると心があたたかくなります。私の好きな「桜」の

ピンクと空色、「ふるさとの風景」の家並み。「ハーバリウム」は

カンヴァスから取り出して

  そうそう、

でしたね。       

河北康佑さんの絵画展が愛媛トヨタ松山・久米

※２０２０年の地元伊予銀行の卓上カレ

ンダーにも使われました。

 

（スットクギャラリー）

仲神可南子さんの作品が展示されました! 

道後山澤商店（臨時休業有り）

魚（いわし）・右横（花）魚下（すずめバチの巣）
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月に１回、先生に教えていただいて絵を描いています。気付けばもう

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に
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（アスリート・バドミントン）

ラリーに応募した、松山市在住の障がいのある方、

または、市内の福祉施設や支援学校などに入所及び通所、通学している

酒や飲み物をスットクされている

開催期間：２０２０年２月１日（土）～２月２９日（土）

河北君の絵に会えると心があたたかくなります。私の好きな「桜」の

ピンクと空色、「ふるさとの風景」の家並み。「ハーバリウム」は

カンヴァスから取り出して

そうそう、ＦＣ今治の岡田オーナーとのツーショットもステキな笑顔

       

河北康佑さんの絵画展が愛媛トヨタ松山・久米窪田
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※２０２０年の地元伊予銀行の卓上カレ

ンダーにも使われました。

（スットクギャラリー）に 

道後山澤商店（臨時休業有り）

魚（いわし）・右横（花）魚下（すずめバチの巣） 

 

 

月に１回、先生に教えていただいて絵を描いています。気付けばもう

１５年を超えました。作品は２月末まで展示していますので、道後に
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開催期間：２０２０年２月１日（土）～２月２９日（土）

河北君の絵に会えると心があたたかくなります。私の好きな「桜」の

ピンクと空色、「ふるさとの風景」の家並み。「ハーバリウム」は

カンヴァスから取り出して 1本もらいたいような気分になりました！

今治の岡田オーナーとのツーショットもステキな笑顔

           

窪田店２Ｆにて開催されました
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平日にボランティアしたい! 

ehime@son.or.jp  

このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス四国株式会社様にご協力いただいております。

スペシャルオリンピックス日本では、１人でも多くの人たちに活動へ参加していただくことで、知的障がい 

のある人たちがスポーツを楽しみ、心身の健康を増進すると共に、共に暮らす地域の人たちと障がいや性別、 

スペシャルオリンピックス日本の活動は、多くの企業・団体・個人の皆さまのご支援、ご協力により運営 

皆様のご寄付や企業 

 

他地区で開催される競技会・全国大会への参加、中国・四国ブロック競技会の開催、アスリートの 

ひとりでも多くの知的障がいのある人たちが活動に参加することで、一人ひとりが輝けるよう、皆様の 

 

企業・団体の方々につきましては、ＳＯＮ・愛媛の広報誌や競技大会冊子等への広告掲載やイベント・ 

   

このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス四国株式会社様にご協力いただいております。 


